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知的な応答を目指したテキスト処理

音声言語インタフェースを通じて，

ユーザが「このコンピュータは賢い！

知的だ！」と感じるとすれば，それは

どんなときでしょうか．

例えば，「エベレストの高さは？」と

いったユーザの質問に的確に応答して

くれるときや，「今週末からNTTの新

しいサービスが開始されるようですよ」

というように，興味があるけれども知

らない知識を提示してくれるときに，

ユーザはそのコンピュータを賢いと思う

のではないかと我々は考えています．

そして，そのようなユーザが知らな

い知識の多くは，「エベレスト」や

「NTT」のようなモノを中心としてい

ることが多いのではないでしょうか．こ

のようなモノに対するテキスト上での表

現を「固有表現」と呼びます．この呼

び方は，「エベレスト」と表現すれば，

１つの固有のモノに紐づけることがで

きる，という意味からきています．

知的な応答実現の鍵は，この固有表

現にありそうです．なぜかというと，例

えばエベレストという固有表現に対し，

「高さ」という付加情報を持たせるこ

とで「エベレストの高さは？」に答え

ることができますし，NTTという固有

表現について，新しいサービスを始め

るという情報をWebからキャッチする

ことで，「今週末からNTTの新しい

サービスが開始されるようですよ」と

応答できるからです．このように，コ

ンピュータにとって扱いやすい知識デー

タベースが構築できれば，知的な応答

が可能となります（図１）．

本稿では固有表現そのものを集めて

くる基礎技術，および固有表現どうし

の関係を抽出する技術について紹介し

ます．

固有表現の自動収集

固有表現を集め，知識データベース

を構築するといっても，そもそも固有表

現にはどのくらいの数があるのでしょう

か．多くの固有表現を含むWikipedia

のエントリ数は，日本語では80万件，

英語では400万件を超えています．し

かし，この数字ですら，有名な事物に

限られた数字ですので，身近な人物や
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知的な応答を実現するための
テキストからの知識獲得技術

本稿では，膨大なWebテキストの中から有益な知識を獲得するための言語
解析技術について解説します．はじめにコンピュータが扱う知識のキーとな
る固有表現獲得技術について紹介した後，その応用である固有表現間の関係
抽出について紹介します．
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図１　固有表現を中心とした知識データベース 
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商品名，地名まで加えると，その数は

気の遠くなるような数となります．以

前は新聞等の限られた活字媒体しかあ

りませんでしたので，固有表現も非常

に限られたもののみを対象に扱っていま

した．しかし近年ではBlogやTwitter

などで，ユーザ一人ひとりが情報を発

信することが可能になっています．

Webはより多くの固有表現であふれか

えっており，そこから多様な固有表現

を抽出することは，知識データベース

を構築するうえで極めて重要な課題と

なっています．

無限にも思える固有表現の１つひと

つを，人手で辞書に追加していくのは

良い案とはいえません．そのため，固

有表現をテキスト中から自動的に抽出

する手法が必要とされます．近年では

機械学習を駆使した固有表現抽出が

主流となっています．例えば，「今日

藤沢と会った」というテキストについ

て考えてみましょう（図２）．一般的

には，この文における「藤沢」は，固

有表現であり，かつ人名の可能性が高

い，と考えるのが普通でしょう．これ

は周辺の文脈から，「藤沢」が人名で

あることを予測しているためです．こ

のように，我々は固有表現を人名や地

名といった任意のカテゴリに分類する

のと同時に，固有表現を認識していま

す．そして機械学習でも同様に周辺の

文脈から手掛かりとなる情報，すなわ

ち特徴量を抽出し，事前に得られた特

徴量重みモデルに基づいて固有表現で

あるか否か，および固有表現のカテゴ

リを同時に推測します．

固有表現のカテゴリを決める際，人

名なのか，地名なのか，その程度であ

れば文脈から推測可能ですが，カテゴ

リの粒度が細かくなると推測は難しく

なります．「K2に到着」という文の場

合，文脈からK2が地名だということま

では分かっても，それ以上の情報はこ

の文には含まれないため，カテゴリ細

分化のためのほかの手掛かりが必要と

なります（ちなみにK2とは世界で２番

目に高い山の名前です）．

また，既存の辞書には，それぞれの

辞書ごとにカテゴリが定義されている

ことがありますが，Wikipediaなどの

CGM（Consumer Generated Media）

型の辞書では，付与されるカテゴリの

自由度が高く，あまり統一性が保たれ

ていないという問題もあります．さら

に，必要となるカテゴリ自体がアプリ

ケーションに依存する場合もあり，こ

れらのカテゴリがそのまま使えない場合

もあります．

以下では，これらの課題の解決策に

ついて２種類紹介します．

図２　固有表現の自動抽出 
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テキストからの固有表現獲得

我々はまず，１つの文単独では固有

表現の特徴が分からない場合でも，文

書全体を通して見ることで，その固有

表現の特徴がみえてくるのではないか

と考えました．例えば，その文書全体

で「山」について言及されているか，

「川」について言及されているかといっ

た話題（トピック）が分かれば，固有

表現を特徴付けることは可能です．

では，文書からトピックをとらえる

にはどうすればよいでしょうか．近年

ではトピックモデルと呼ばれる統計的

モデルが提案され，多くのアプリケー

ションに適用されています．トピック

モデルを用いることで，もし文書中に

「野球」や「サッカー」といった言葉

があれば，その文書が「スポーツ」に

関するものであろう，ということを推

定することができます．

このトピックモデルによって得られた

大域的なトピック情報と，従来から用

いられてきた局所的な文脈情報を，同

時に特徴量に用いて固有表現獲得を

行うことで，精度良く固有表現を収集

することが可能になりました．図３に

概念図を示します．

例えば車種名に相当する固有表現を

集めたいと仮定します．車種名を抽出

するには，固有表現の周辺に現れる単

語，つまり共起する単語が重要です．

もし対象の固有表現と「ドライブ」と

いう単語が共起していれば，その固有

表現は車種名らしいといえるでしょう．

しかし，「ドライブ」と共起していると

いうだけでは，休暇中に行く先の「観

光地」であったり，レーシングゲームな

どの「TVゲーム」であったりという曖

昧性が残ります．一方トピック情報と

して「乗り物」というトピックが得ら

れたとすると，トピック情報単独では

「電車」や「飛行機」といった曖昧性

が残るものの，文脈情報と同時に用い

ることで，曖昧性を大幅に減少させ，

車種名という正しいカテゴリのみを正

確に推定することができるのです．

既存辞書からの固有表現辞書作成

次に第２の方法として，既存の辞書

を活用する方法を紹介します．既存辞

書はそれぞれの辞書ごとにカテゴリが

定義されていますが，統一性がないと

いった問題があることは先に述べまし

た．もし，これらのカテゴリを我々の

欲する固有表現カテゴリにマッピング

することができれば，固有表現の自動

収集に既存辞書を使うことができます．

いうまでもなく既存の辞書は情報の

宝庫です．例えば，Wikipedia中の

「K2」というエントリにおいて，「ヒマ

ラヤ山脈」というカテゴリが付与され

ていれば，固有表現カテゴリ「山名」

にマッピングする手掛かりになります

し，説明文の冒頭に「～にある山」と

いう記述があれば，これも重要な手掛

かりです．我々はこのような多数の観

点における手掛かり情報と機械学習を

組み合わせることで，精度良くカテゴ

リマッピングを行える技術を開発しま

した．

本手法により高精度での固有表現獲

得が可能となりましたが，適用範囲が

有名な固有表現に限られてしまうとい

う弱点は残されているため，前述した

テキストからの自動獲得と合わせて用

いるなど，一層の技術開発を行うこと

が今後の課題です．

固有表現の関係抽出

これまでカテゴリ情報の付与された

固有表現辞書を自動的に構築する手

法について紹介してきました．しかし

固有表現辞書だけでは，「さっちゃん

と結婚したのは誰？」といった，複雑

な質問には答えられません．このよう

な高度な処理を可能とするためには，

固有表現に付随する新たな情報が必要

です．そこで我々は，固有表現を扱っ

た応用技術の一例として，テキストか

ら固有表現間の関係を抽出する手法を

考えました．本手法を用いることで，

「さっちゃん」と「たっくん」という２

つの固有表現間において，「結婚」と

いう関係を抽出することができます．
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図３　文脈情報とトピック情報による固有表現クラスの獲得の概念図 
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例として，「今人気のさっちゃんが，

つい先日モデルのモモと別れたばかり

のたっくんと結婚だって」という文か

ら固有表現間の関係を抽出することを

考えてみましょう．固有表現として

「さっちゃん」「モモ」「たっくん」が抽

出されているとします．この文では，

「さっちゃん」と「たっくん」が「結

婚」という関係にあること，「モモ」と

「たっくん」が「別れた」という関係に

あることが書かれています．

単に周りにある固有表現と関係があ

るということにすると，「さっちゃん」

と「モモ」が関係あることになってし

まいますし，どういう関係にあるかは

書かれていませんので誤った関係を抽

出してしまうことになります．

そこで我々は，図４のように，係り

受け解析の結果に基づき，固有表現と

固有表現の相対的な位置を手掛かり

に，それらに関係があるのか，どうい

う関係があるのかを抽出する技術を開

発しました．例えば，「さっちゃん」と

「たっくん」の文節はともに「結婚」の

文節に係っていることが分かります．

そのため，「さっちゃん」と「たっくん」

の関係は「結婚」であると判断します．

また，係り受け解析結果だけではなく，

周辺の単語がそもそも語彙的に固有表

現間の関係を示す単語なのかを大規模

テキスト集合から自動推定する手法と

組み合わせて，より高精度に固有表現

間の関係を抽出することも可能です．

今後の取り組み

本稿では，知的な応答を実現するた

めの，テキストからの知識獲得技術に

ついて，固有表現を中心に紹介してき

ました．これらの技術は，本特集記事

『幅広い質問にピンポイントで答える質

問応答技術』で説明する質問応答技

術をはじめ，検索エンジンなど，多く

のアプリケーションに応用することが可

能です．

知識獲得の対象は，固有表現だけ

ではなく，前述の関係情報をはじめ，

評判情報，さらにはテキストを書いて

いるユーザ属性に対する推定も可能と

なってきています．我々はより多様な

ニーズへの対応と新規サービスを提案

できるよう，今後も知識獲得技術の深

化に努めていきます．
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人気のさっちゃんが，つい先日モデルのモモと別れたばかりのたっくんと結婚だって． 

図４　固有表現の関係抽出 
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